
資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 おかんメール 1～4　 　『おかんメール』制作委員会∥編    扶桑社  049/ｵ/1～4

2 野口英世の母シカ    田中 章義∥著    白水社  092.8/ﾉ 

3 まんが野口英世の母シカ物語 　 　野口英世記念会∥編 　野口英世記念会  092.8/ﾉ 

4 ノグチの母ー野口英世物語 　 　新藤 兼人∥著 　小学館  092.8/ﾉ     

5 おかあさんと旅をしよー。 　 　ムラマツ エリコ∥著 　メディアファクトリー  293.7/ﾑ       

6 ザ・ママの研究 　 　信田 さよ子∥著 　イースト・プレス Y  367.3/ﾉ 

7 わたしの母さん 　 　私の家族物語編集委員会∥編 　鶴書院  367.3/ﾜ       

8 今日も嫌がらせ弁当 　 　ttkk∥著 　三才ブックス  596.4/ﾃ      

9 毎日かあさん 　カニ母編 　西原 理恵子∥著 　毎日新聞社 M  726.1/ｻ

10 おかあさんとあたし。 　 　ムラマツ エリコ∥著 　大和書房 Y  726.5/ﾑ         

11 おかあさんとあたし。 　2 　ムラマツ エリコ∥著 　大和書房 Y  726.5/ﾑ/2       

12 命の往復書簡 　 　千住 真理子∥著 　文藝春秋  762.1/ｾ       

13 母への手紙 　 　「母への手紙」作品集編さん委員会／編 　橋本五郎文庫  816.6/ﾊ      

14 日本一短い手紙「母」への想い 　 　丸岡町文化振興事業団∥編 　中央経済社  816.8/ﾆ      

15 日本一短い「母」への手紙 　 　丸岡町文化振興事業団∥編 　中央経済社  816.8/ﾆ      

16 母から子への手紙 　 　猪苗代町∥編 　幻冬舎  816.8/ﾊ      

17 母との往復書簡 　 　福井県丸岡町∥編 　文芸春秋  816.8/ﾊ     

18 母への詫び状 　 　藤原 咲子∥著 　山と溪谷社  910.2/ﾌ

19 帰りたかった家 　青木 玉∥著 　講談社  914.6/ｱ      

20 オカン、おふくろ、お母さん 　 　文藝春秋∥編 　文藝春秋  914.6/ｵ      

21 シズコさん 　 　佐野 洋子∥[著] 　新潮社  914.6/ｻ       

22 日本の名随筆 　42 　 　作品社 Z  914.6/ﾆ/42      

23 母と息子の老いじたく 　 　ねじめ 正一∥著 　中央公論新社  914.6/ﾈ     

24 母を語る 　 　遠藤 ふき子∥編 　日本放送出版協会  914.6/ﾊ        

25 母を語る 　2 　遠藤 ふき子∥編 　日本放送出版協会  914.6/ﾊ/2       

26 お母さんという女 　 　益田 ミリ∥著 　光文社  914.6/ﾏ     

27 オムツをはいたママ 　 　安藤 和津∥著 　グラフ社  916/ｱ 

28 若年性アルツハイマーの母と生きる 　 　岩佐 まり∥著 　KADOKAWA  916/ｲ   

29 母に歌う子守唄 　 　落合 恵子∥著 　朝日新聞社  916/ｵ        

30 ペコロスの母に会いに行く 　 　岡野 雄一∥著 　西日本新聞社  916/ｵ       

31 ママが生きた証 　 　小松 武幸∥著 　講談社  916/ｺ      

32 母と娘のエチュード 　 　さげさか のりこ∥著 　WAVE出版  916/ｻ      

33 ずっとママでいたい 　 　毎日放送「VOICE」∥編 　双葉社  916/ｽﾞ     

34 ボケたっていいじゃない 　 　関口 祐加∥著 　飛鳥新社  916/ｾ    

35 はなちゃんのみそ汁 　 　安武 信吾∥著 　文藝春秋  916/ﾊ         

36 母ちゃん、ありがとう 　 　平沢 保治∥著 　かもがわ出版  916/ﾋ    

37 ママの足は車イス 　 　又野 亜希子∥著 　あけび書房  916/ﾏ     

38 石牟礼道子詩文コレクション 　7 　石牟礼 道子∥著 　藤原書店 Z  918.6/ｲ/7

39 天国までの百マイル 　 　浅田 次郎∥著 　朝日新聞社  F/ｱ    

40 わが母の記 　 　井上 靖∥[著] 　講談社 B  F/ｲ        

41 四十九日のレシピ 　伊吹 有喜∥著 　ポプラ社  F/ｲ        

42 食堂かたつむり 　小川 糸∥著 　ポプラ社  F/ｵ        

43 母 　 　姜 尚中∥著 　集英社  F/ｶ

44 かあちゃん 　 　重松 清∥著 　講談社  F/ｼ         

45 卵の緒 　 　瀬尾 まいこ∥著 　マガジンハウス  F/ｾ     

46 晴子情歌 　上・下 　高村 薫∥著 　新潮社  F/ﾀ/1・2       

47 母と紡ぎし日々 　 　外山 とし∥著 　文芸社  F/ﾄ    

48 防風林 　 　永井 するみ∥著 　講談社  F/ﾅ  

49 認知の母にキッスされ 　 　ねじめ 正一∥著 　中央公論新社  F/ﾈ  

50 母べえ 　 　野上 照代∥著 　中央公論新社  F/ﾉ   

51 おおかみこどもの雨と雪 　 　細田 守∥[著] 　角川書店 B  F/ﾎ         

52 母 　 　三浦 綾子∥著 　角川書店  F/ﾐ  

53 母性 　 　湊 かなえ∥[著] 　新潮社  F/ﾐ        

54 小説母と暮せば    山田 洋次∥著    集英社  F/ヤ   

55 東京タワー 　 　リリー　フランキー∥著 　扶桑社  F/ﾘ    

                   「母の日・父の日に読みたい本」

　　平成28年5～6月一般展示リスト

『母』



資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 父の目方 　 　宮本 輝∥選 　光文社  367.3/ﾁ     

2 お父さんがキモい理由を説明するね    中山 順司∥著    泰文堂  367.3/ﾅ

3 父想う 　 　私の家族物語編集委員会∥編 　鶴書院  367.3/ﾜ    

4 461個の弁当は、親父と息子の男の約束。 　 　渡辺 俊美∥著 　マガジンハウス  596.4/ﾜ      

5 ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘 　 　水木 悦子∥著 　文藝春秋  726.1/ｹﾞ     

6 ダース・ヴェイダーとルーク<4才> 　 　ジェフリー　ブラウン∥作 　辰巳出版  726.5/ﾌﾞ      

7 ダース・ヴェイダーとプリンセス・レイア 　 　ジェフリー　ブラウン∥作 　辰巳出版  726.5/ﾌﾞ    

8 父と娘の往復書簡 　松本 幸四郎∥著 　文藝春秋  774.2/ﾏ

9 親父の涙万屋錦之介 　 　島 英津夫∥著 　集英社  778.2/ｼ  

10 日本一短い「父」への手紙 　 　丸岡町文化振興事業団∥編 　中央経済社  816.8/ﾆ     

11 父 　 　三浦 哲郎∥[ほか]著 　ポプラ社 Y  908.3/ﾁ 

12 パパは楽しい躁うつ病 　 　北 杜夫∥著 　朝日新聞出版  910.2/ｷ      

13 父の肖像 　 　野々上 慶一∥編 　かまくら春秋社  910.2/ﾁ     

14 父の肖像 　2 　野々上 慶一∥編 　かまくら春秋社  910.2/ﾁ/2       

15 父荷風 　 　永井 永光∥著 　白水社  910.2/ﾅ        

16 藤沢周平父の周辺 　 　遠藤 展子∥著 　文藝春秋  910.2/ﾌ      

17 父・藤沢周平との暮し 　 　遠藤 展子∥著 　新潮社  910.2/ﾌ       

18 父 水上勉 　窪島 誠一郎∥著 　白水社  910.2/ﾐ

19 父・西條八十の横顔 　西條 八束∥著 　風媒社  911.5/ｻ

20 父の戦地 　 　北原 亞以子∥[著] 　新潮社  914.6/ｷ       

21 父 　 　幸田 文∥著 　新潮社  914.6/ｺ   

22 この子を残して 　 　永井 隆∥著 　日本ブックエース  914.6/ﾅ      

23 日本の名随筆 　49 　 　作品社 Z  914.6/ﾆ/49      

24 オトーさんという男 　 　益田 ミリ∥著 　光文社  914.6/ﾏ   

25 蛙の子は蛙の子 　阿川 弘之∥著 　筑摩書房  915.6/ｱ

26 文章の達人 家族への手紙 　1 　柳沢 孝子∥編　解説 　ゆまに書房  915.6/ﾌﾞ/1

27 文章の達人 家族への手紙 　2 　戸松 泉∥編　解説 　ゆまに書房  915.6/ﾌﾞ/2

28 石牟礼道子詩文コレクション 　6 　石牟礼 道子∥著 　藤原書店 Z  918.6/ｲ/6      

29 わが父魯迅 　 　周 海嬰∥著 　集英社  920.2/ﾙ      

30 我が父サリンジャー 　 　マーガレット　A.サリンジャー∥著 　新潮社  930.2/ｻ

31 父さんが言いたかったこと 　 　ロナルド　アンソニー∥著 　新潮社  933/ｱ      

32 ペダルの向こうへ 　 　池永 陽∥著 　光文社  F/ｲ        

33 チッチと子 　 　石田 衣良∥著 　毎日新聞社  F/ｲ    

34 オー!ファーザー 　 　伊坂 幸太郎∥著 　新潮社  F/ｲ     

35 お父やんとオジさん 　 　伊集院 静∥著 　講談社  F/ｲ        

36 ささらさや 　 　加納 朋子∥著 　幻冬舎  F/ｶ    

37 フライ,ダディ,フライ 　 　金城 一紀∥著 　講談社  F/ｶ

38 yes-お父さんにラブソング- 　 　川上 健一∥著 　PHP研究所  F/ｶ    

39 キッドナップ・ツアー 　 　角田 光代∥作 　理論社 Y  F/ｶ        

40 中野のお父さん    北村 薫∥著 　文藝春秋  F/ｷ

41 父と子の旅路 　 　小杉 健治∥著 　双葉社  F/ｺ        

42 そして父になる 　 　是枝 裕和∥著 　宝島社 B  F/ｺ        

43 かすてぃら    さだ まさし∥著    小学館  F/ｼ         

44 とんび 　重松 清∥著 　角川書店  F/ｼ         

45 流星ワゴン 　重松 清∥著 　講談社  F/ｼ         

46 娘と私 　 　獅子 文六∥著 　筑摩書房 B  F/ｼ        

47 新リア王 　上・下 　高村 薫∥著 　新潮社  F/ﾀ/1・2       

48 俺に似たひと 　 　平川 克美∥著 　医学書院  F/ﾋ     

49 トキオ 　東野 圭吾∥著 　講談社  F/ﾋ     

50 ステップファザー・ステップ 　 　宮部 みゆき∥[著] 　講談社 B  F/ﾐ 

資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 日本人の手紙 　第1巻 　紀田 順一郎∥監修 　リブリオ出版 D  281.0/ﾆ/1       

2 親が死ぬまでにしたい55のこと 　 　親孝行実行委員会∥著 　泰文堂  367.3/ｵ

3 おむすびの味 　 　木村 耕一∥編著 　1万年堂出版  367.3/ｷ      

4 母のまなざし、父のまなざし 　 　いわさき ちひろ∥[画] 　講談社  726.5/ｲ      

5 父のこと母のこと 　 　日本エッセイスト　クラブ∥編 　岩波書店  914.6/ﾁ        

『父』

『両親』


